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説明会の日程はこちら 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

① ７月１９日(金)午後５時から ②７月２０日(土) 午後２時から 

③ ７月２６日(金)午後５時から ④８月３日 (土) 午後２時から 
※ 説明会会場は電話予約時にお知らせいたします。 

※ 予約がないと説明会の参加をお断りさせていただきます。 

※ 各回の定員は３０名です。 プログラム一覧は…２・３面へ 

 

 

≪ボランティアセンター休館日のお知らせ≫ 

ビルの保守点検等の為、７月１３日（土）は事業所をお休みさせていただきます。 

※ 当日は終日窓口が閉まりますので、電話、窓口での対応ができません。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

期 間：令和元年７月２６日(金)～９月３０日(月) 

活動場所：品川区内の福祉施設など 

内 容：高齢者・障害者・児童施設、ボランティア団体での活動や 

イベントのお手伝い 

対象者：区内在住または在学の中学生・高校生・大学生等 １２０名 

参加費：３００円～（ボランティア保険代） 

申 込：参加する説明会当日までに本人が電話でボランティアセンターへ 

７月１日より申込受付開始（先着） 

電 話：５７１８－７１７２ （品川ボランティアセンター 月～土(祝除く) 9:00～17:00） 

※必ず説明会日程のいずれか１日に参加してください。 

 



№ 分野 対象 活動先(施設・団体名) 活動内容 活動日時 

1 高 中高大 上大崎特別養護老人ホーム 話し相手、お茶出し等 8/1～8/31 AM・PM 

2 高 中高大 ソピア御殿山 創作、お茶出し等 7/26～8/31 PM 

3 高 中高大 ケアホーム西大井こうほうえん 話し相手等 7/26～9/30 PM 

4 高 中高大 成幸ホーム 話し相手、お茶出し等 7/26～9/30 AM～PM 

5 高 大 小規模多機能型居宅介護事業

所おもてなし 

話し相手等 

 

8/9,16,23, 

9/13,20   AM・PM 

6 高 中高大 東品川在宅ＳＣ 作品作り等 7/26～9/30 PM 

7 高 中高大 大崎在宅 SC 話し相手、お茶出し等 7/26～9/29  AM・PM 

8 高 中高大 晴楓ホーム 昼食の後片付け・清掃等 7/26～9/13ＰM 

9 高 中高大 五反田保育園ふれあいデイホーム 創作補助 7/26～8/17 PM 

10 高 中高大 小山倶楽部 話し相手等 7/26～9/30 AM～PM 

11 高 中高大 グループホーム carna 五反田 話し相手等 7/26～9/30 AM～PM    

12 高 中高大 ケアホーム西五反田 折り紙・貼り絵・塗り絵等 7/26～9/30 PM 

13 高 中高大 ケアホーム西五反田 レク活動の運営補助等 7/26～9/30 PM 

14 高 中高大 ケアホーム西五反田 一芸披露 7/26～9/30 PM 

15 高 中高大 西五反田在宅ＳＣ お茶の準備、配茶・昼食の配膳 7/26～9/30 AM 

16 高 中高大 西五反田在宅ＳＣ 一芸披露 7/26～9/30 PM 

17 高 中高大 西五反田在宅ＳＣ 趣味活動の補助 7/26～9/30 PM 

18 高 中高大 介護老人保健施設ケアセンタ

ー南大井（認知症専門棟３階） 

シーツ交換・衣類整理・洗濯物返

却・お茶出し・散歩の付き添い等 

7/26～9/30AM・PM 

19 高 中高大 介護老人保健施設ケアセンタ

ー南大井（一般棟２階） 

話し相手・お茶出しの手伝い 7/26～9/30 AM 

20 高 高大 品川区立大井林町地域密着型

多機能ホーム 

散歩の付添・話し相手・昼食の準

備、盛付、お茶の用意等 

8/1～8/31AM～PM 

21 高 高大 南大井在宅ＳＣ レク手伝い・お話し相手 8/1～8/31 PM 

22 高 中高大 八潮在宅ＳＣ お茶出し・ゲームのお手伝い等 8/19～23 AM～PM 

23 高 中高大 八潮南特別養護老人ホーム 利用者趣味のお手伝い 8/1～8/30 AM～PM 

24 高 中高大 大井在宅ＳＣ 話し相手・お茶出し・配膳下膳等 8/1～9/30 AM～PM 

25 高 中高大 特別養護老人ホーム かえで荘 話し相手・環境整備・散歩補助等 8/3～9/29 AM～PM 

26 高 高大 品川区立中延特別養護老人ホーム イベントお手伝い 9/14,15 AM～PM 

27 高 中高大 中延在宅ＳＣ 利用者との交流・お茶出し等 8/6～31 AM～PM 

28 高 中高大 うさぎのおみみ 傾聴・歌 等 8/21,9/18 PM 

29 高 高大 チーム潮クラブ 歌・運営補助 等 8/3,15,17,9/7,19,21AM 

30 高 中高大 プラチナ美容塾 利用者にハンドケア等 8/20,9/3 PM 

31 高 中高大 プラチナ美容塾 利用者にハンドケア等 7/26,8/20 PM 

32 障 高大 品川区立心身障害者福祉会館 

生活介護事業所 

各利用者にあった活動の補助 7/29～31 AM～PM 

33 障 中高大 サンかもめ イベント、レクお手伝い 7/30,8/2,14,15 PM 

34 障 中高大 かもめ園 (身体) イベントお手伝い 8/13 AM～PM 

35 障 中高大 かもめ園 (知的) 各利用者にあった活動の補助 8/6～8 AM～PM 

36 障 高大 福祉工場 しながわ パン工房プチレーブでの仕事 9/22～23 AM～PM 

37 障 中高大 就労継続支援B 型 さつき 作業補助等 7/29～8/30 AM～PM 



分 野 ： 高⇒高齢者、障⇒障害児・者、児⇒児童・子育て、他⇒ボランティア団体、ほっとサロン等 

対 象 ： 中⇒中学生、高⇒高校生、大⇒大学生・専門学生・短大生 

活動先 ： ＳＣ⇒サービスセンター 

№ 分野 対象 活動先(施設・団体名) 活動内容 活動日時 

38 障 高大 ふれあい作業所 西品川 公園清掃・自転車整備・ショップ

運営 

8/12～23AM～PM 

39 障 高大 ふれあい作業所 西大井 公園清掃・自主製品作成等 7/26～9/30 AM～PM 

40 障 中高大 品川手話サークル(昼Ｇ) 手話の学習、 

聴覚障害者との交流 

7/31～9/25 PM 

41 障 中高大 品川手話サークル(夜Ｇ) 

42 障 中高大 品川手話サークル（五反田Ｇ） 

43 障 大 教育サポートセンターＮＩＲＥ 夏休み宿題のお手伝い等 7/26～9/30  AM・PM 

44 高障 高 居場所ひゃくたん お話相手・運営補助 8/14～25 AM・PM 

45 障児 中高大 夏休みこどもクラブ 利用者補助 7/27～8/29 AM～PM 

46 児 中高大 子ども食堂ふたば 調理補助 8/7,9/4 PM 

47 児 中高大 八潮中央保育園 保育補助等 7/30～8/2 ＡＭ～PM 

48 児 中高大 どんぐり保育園 保育補助 7/29～8/30AM～PM 

49 児 中高大 みどりの丘保育園 保育補助 7/26～9/30 AM～PM 

50 児 中高大 石井こども園 保育補助 7/26～9/30 AM～PM 

51 児 高大 東品川児童センター 幼児プールの補助 7/26～8/23 AM・ＰＭ 

52 児 高大 品川区立東大井児童センター カレーライス作り補助等 8/7AM～ＰＭ 

53 児 中高大 品川区立水神児童センター お祭りお手伝い 9/7 AM～PM 

54 児 中高大 南品川ほっとサロン(すまいりんぐ) 児童の見守り、遊び相手等 7/26～8/30AM～PM 

55 児 中高大 ふれあい広場 ほっとサロンにじっこ 乳幼児親子の集いの手伝い 8/1～29 PM 

56 児 中高大 北浜こども冒険ひろば 水遊び・泥遊びの見守りと補助 7/27～9/30 

(木・金除く)ＡＭ～PM 

57 児 中高大 しながわこども冒険ひろば 火おこし・泥遊びの見守りと補助 7/28～9/30 AM～PM 

58 

 

児 中高大 ふれあい広場 品川宿おばちゃ

んち「みこちゃんち」 

乳幼児の遊び相手、片付け 7/29,8/5,19,26,9/2,9 

AM～PM 

59 児 中高大 あずかり広場 品川宿おばちゃ

んち「ほっぺ」 

保育補助 7/26～8/30 AM～PM 

60 児 中高大 ふれあい広場 昭和通りおばち

ゃんち「しょうちゃんち」 

親子サロンの手伝い 7/29～8/26 AM～PM 

（月のみ） 

61 児 中高大 あずかり広場 昭和通りおばち

ゃんち「わっこ」 

保育補助 8/1～ 8/31 AM～PM 

(火・水・木・金) 

62 他 中高大 なぎさの森おーいにボランティア 清掃・生き物観察 8/18,9/15 

63 他 中高大 更生施設 浜川荘 施設での活動補助等 8/2～30AM～PM 

64 他 高大 平塚橋ゆうゆうプラザ 参加者の見守り・運営補助 8/4,18 AM～ＰＭ 

65 他 中高大 ほっとサロンあーちゃん 参加者の見守り・運営補助 7/30～9/24AM～ＰＭ 

66 他 高大 英語De１２３ 参加者と英語しりとり・歌 7/26,9/13,27 PM 

67 他 中高大 品川ボランティアセンター 使用済み切手の整理・仕分け 8/2～9/6 PM 

68 他 高大 品川ボランティアセンター ふくしまつり手伝い 9/21 AM～PM 

69 高 中高大 ほっとサロンゆうゆう 茶話会・お話し相手 8/2～9/26ＰＭ 



  

 

 

 

 

 
 

活動時間 活動場所 新着 ◎急募 ○ポ地域貢献ポイント対象活動 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

定期活動  

大崎ゆうゆうプラザ 納涼祭 
 

開催日：７月２７日(土)15：00～18：00 

★★★「夕涼みホール」へ大集合★★★ 

 

チンドン演奏  15:00～(20分) 

昔懐かしい「チンドン屋さん」☆ 

パフォーマンスショー 15:30～(20分) 

三ツ木児童センター「HIP HOPクラブ」、

によるダンスショー☆ 

マジックショー  16:00～(30分) 

楽しいマジックショー☆ 

カラオケフリータイム 16:30～(６０分)

どなたでも自由に歌えます！ 

各種模擬店【有料】もご用意して 

  皆様のご来場をお待ちしています！ 
 品川区大崎2-1-13 ☎03-5719-5322 

  
福祉ショップ「テルベ」が荏原地区のお祭りで出

張販売をいたします！！ 

 

～ふるさと祭り詳細～ 

開催日  令和元年７月２８日（日） 

１４：００～１７：００ 

場 所  清水台小学校グランド 

      品川区旗の台１－１１－１７ 

 

○ポ  地域貢献ポイント事業とは、品川区在住の概ね 60 歳以上の方が指定のボラン
ティア活動をした場合にポイントが付与され、区内共通商品券や寄付に交換で
きる事業です。 

希望する活動がございましたら品川ボランティアセンターへご連絡ください。

☎５７１８－７１７２ (月～土 ９：００～１７：００、日・祝は休み） 

荏原地区祭りに 

福祉ショップテルベが出店します！！ 

お話し相手       １０名 ○ポ  

入居者様とのお話し相手をお願いします。 

月曜日～土曜日(要相談) 

１０：００～１１：００ 

(社福)慈雲福祉会 

グランアークみづほ（南品川４） 

高齢者の対応      若干名 ○ポ  

認知症を抱える高齢者の散歩の補助などをお願い

します。 

月～金曜日(週１回) 

１０：００～１６：００（１時間から可） 

(社福)三徳会 小山の家（小山７） 

 

パソコン教室での補助 １～２名 ○ポ  

知的障害者の方へのパソコン指導の補助をお

願いします。 

第２・４月曜日、第３木曜日（月３回） 

 １０：００～１２：００ 

１３：００～１５：００ 

(社福)品川総合福祉センター 

心身障害者福祉会館（旗の台５） 

環境整備         １名 ○ポ  

高齢者施設でご利用者様の居室のベッドメイク

や整備をお願いします。 

都合の良い曜日 

午前・午後どちらでも可 

(社福)さくら会 

ケアセンター南大井（南大井５） 

 


